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1. 20年９月中間期の連結業績（平成20年３月21日～平成20年９月20日） 

 

   

 

   

 

 

   

 

 
  
2. 配当の状況 

   

（注）21年３月期中間期末配当金の内訳  普通配当 ７円50銭 

                  記念配当 ２円00銭 

3. 21年３月期の連結業績予想（平成20年３月21日～平成21年３月20日） 
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(百万円未満切捨て)

(1) 連結経営成績 (％表示は対前年中間期増減率)

売 上 高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益
百万円       ％ 百万円      ％ 百万円      ％ 百万円      ％

20年９月中間期 16,166 △ 7.9 525 △ 36.2 571 △ 40.3 333 △ 25.9
19年９月中間期 17,550 8.5 824 15.8 956 18.1 449 24.0

20年３月期 35,429 － 1,782 － 1,937 － 923 －

１株当たり中間 
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当り 

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年９月中間期 17 50 － －

19年９月中間期 23 13 － －

20年３月期 47 64 － －

(参考) 持分法投資損益 20年９月中間期 △ ２百万円 19年９月中間期 △ ０百万円 20年３月期 １百万円

(2) 連結財政状態

総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

20年９月中間期 27,631 12,668 45.8 696 72

19年９月中間期 29,018 12,517 43.1 647 16

20年３月期 28,294 12,484 44.1 650 85

(参考) 自己資本 20年９月中間期12,668百万円 19年９月中間期12,517百万円 20年３月期12,484百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

る 
キャッシュ・フロー
営 業 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー
投 資 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー
財 務 活 動 に よ 現金及び現金同等物

高期 末 残
百万円 百万円 百万円 百万円

20年９月中間期 703 △ 988 △ 81 1,970

19年９月中間期 272 △ 1,289 1,049 2,422

20年３月期 1,809 △ 1,814 △ 43 2,338

１株当たり配当金

(基準日) 中間期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭

20年３月期 7 50 7 50 15 00

21年３月期 9 50 －   －
17 00

21年３月期(予想) －   － 7 50

(％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円  ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 31,450 △11.2 1,220 △31.6 1,350 △30.3 760 △17.7 40 76
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4. その他 

 

① 会計基準等の改正に伴う変更  無 

② ①以外の変更         無 

  

 
(注) １株当たり中間(当期)純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、36ページ「１株当たり情

報」をご覧ください。 
    
  

1. 20年９月中間期の個別業績（平成20年３月21日～平成20年９月20日） 

 

 
  

 
  

(2) 個別財政状態 

 

 
  

2. 21年３月期の個別業績予想（平成20年３月21日～平成21年３月20日） 

 

 
  
 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績
は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無

(2) 中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項の変更に記載されるもの）

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 20年９月中間期 19,509,326株 19年９月中間期 19,509,326株
20年３月期 19,509,326株

② 期末自己株式数 20年９月中間期 1,326,966株 19年９月中間期 166,758株
20年３月期 326,958株

(参考) 個別業績の概要

(1) 個別経営成績 (％表示は対前年中間期増減率)

売 上 高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益
百万円       ％ 百万円      ％ 百万円      ％ 百万円      ％

20年９月中間期 15,417 △ 7.1 473 △ 38.1 544 △ 40.1 315 △ 26.7

19年９月中間期 16,603 6.1 765 2.9 908 7.1 431 6.3

20年３月期 33,577 － 1,581 － 1,761 － 832 －

１株当たり中間 
(当期)純利益

円 銭

20年９月中間期 16 60

19年９月中間期 22 18

20年３月期 42 95

総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

20年９月中間期 27,037 12,584 46.5 692 14

19年９月中間期 28,503 12,531 44.0 647 88

20年３月期 27,632 12,443 45.0 648 67

(参考) 自己資本 20年９月中間期12,584百万円 19年９月中間期12,531百万円 20年３月期12,443百万円

(％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円  ％ 百万円  ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 29,890 △11.0 1,050 △33.6 1,220 △30.7 680 △18.3 36 47
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当中間連結会計期間（以下、当中間期という。）のわが国経済は、サブプライムローン問題を発端に
金融市場が混乱するなかで、原油や鋼材をはじめとする原材料価格の高騰により企業の景況感が大幅に
悪化するとともに、生活必需品の相次ぐ値上げによる消費者心理の悪化から個人消費も弱含み、景気後
退の様相が顕著となりました。 
このような状況のなか、当社グループにおいても、建設機材関連事業はマンション等の建設計画の中

止や延期によりレンタル会社の機材の稼働率が低下したため、中間期末にかけて売上が低迷しました。
また不動産市況や消費者心理の悪化による住宅需要の低迷が低層用仮設機材レンタルの売上不振の原因
となりました。 
この結果、当中間期の売上高は前年同期比7.9％減の161億66百万円となりました。 

利益面では、フィットネス機器のモデルチェンジにより販売価格のテコ入れを図るとともに、円高基調
により海外からのＯＥＭ製品の輸入コストが減少したことから住宅機器関連事業の業績は改善したもの
の、建設機材関連事業やレンタル関連事業の売上高の減少による売上総利益の減少を補うことができ
ず、営業利益は前年同期比36.2％減の５億25百万円、経常利益は前年同期比40.3％減の５億71百万円と
なりました。また、中間純利益は税金費用を差し引いた結果、前年同期比25.9％減の３億33百万円とな
りました。 
  
事業の種類別セグメントの状況は次のとおりであります。セグメント区分の売上高はセグメント間の

内部売上高を含んでおりません。 

当事業の売上高は、第１四半期こそ安全関連機材や既存の枠組足場を中心に堅調に推移しました
が、中間期末にかけて金融市場の混乱の影響を受け建設投資が急速に冷え込み、レンタル会社への販
売が急減した結果、前年同期比16.8％減の34億90百万円となりました。 
損益面では、売上高の減少に伴い売上総利益が減少した結果、営業利益は前年同期比31.2％減の４

億23百万円となりました。 

当事業の売上高は、前年同期比2.7％減の43億８百万円となりました。ホームセンター業界がガソ
リン高騰による来店客数の減少や商品の値上げにより売上不振に見舞われた影響で、当社のはしごや
脚立などのアルミ関連製品の売上も前年同期比減少しました。フィットネス機器は定番商品のモデル
チェンジや新規開拓が功を奏したものの、一般消費者の購買意欲の減退により売上は前年同期並みと
なりました。 
損益面では、全般的に為替相場が円高に推移したことから海外からのＯＥＭ製品の輸入コストは減

少しました。フィットネス機器においてはモデルチェンジによる販売価格の改定により利益幅は増加
しましたが、原材料価格の騰勢によるコスト増によりその効果が減殺されました。このような結果、
当事業の営業損失は前年同期比１億23百万円改善し２億４百万円となりました。 

当事業の売上高は、前年同期比11.0％減の14億16百万円となりました。国内向けは特定小電力無線
機の販売が好調を維持しましたが、モービル機やＤＣ／ＤＣコンバーターを中心に既存のアマチュア
ルートにおける販売が不振となりました。また、海外向けは欧米の景気後退や円高の影響により販売
が減少しました。 
損益面では、売上高の減少により営業利益は前年同期比74.7％減の６百万円となりました。 

当事業の売上高は、前年同期比5.2％減の69億51百万円となりました。中高層用仮設機材レンタル
については需要の減少や資材価格の高騰による建設市況の冷え込みによる稼働率の低下が懸念された
ものの売上は堅調に推移しました。また、低層用仮設機材レンタルについては、改正建築基準法施行
による混乱は解消に向かったものの、個人の住宅購入マインドの低下により売上高は減少しました。
損益面では、売上高の減少により営業利益は前年同期比41.2％減の２億99百万円となりました。 

当期の見通しにつきましては、世界規模での金融システムの混乱が今後どのような影響を及ぼすか非
常に不透明な状況であります。国内経済についても、円高の進行、企業収益の悪化を背景とした設備投
資の減少、実質所得の減少を主因とした個人消費の低迷などから景気の後退局面は持続するものと思わ
れます。このように当社を取り巻く環境は第１四半期において想定した範囲を超えて急激に変化してお
り、当社の経営面にも大きな影響を及ぼすことが予想されます。このため平成20年５月２日発表の通期
連結業績予想を修正し売上高314億50百万円（前期比11.2％減、当初計画比11.9％減）、営業利益12億
20百万円（前期比31.6％減、当初計画比31.8％減）、経常利益13億50百万円（前期比30.3％減、当初計
画比30.8％減）、当期純利益７億60百万円（前期比17.7％減、当初計画比27.6％減）といたします。 

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

建設機材関連事業

住宅機器関連事業

 電子機器関連事業

 レンタル関連事業
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当中間連結会計期間末（以下、当中間期末という。）の総資産は276億31百万円となり、前連結会計
年度末に比べ６億63百万円減少しました。総資産の内訳は、流動資産が167億65百万円（前連結会計年
度末比８億86百万円減）、固定資産が108億66百万円（前連結会計年度末比２億23百万円増）でありま
す。流動資産の主な減少要因は、受取手形及び売掛金の減少であります。固定資産の主な増加要因は、
中央ビルト工業㈱の株式を追加取得し、同社の株式を持分法によって評価したことによる投資有価証券
の増加によるものであります。 
負債の部では、流動負債が98億２百万円となり前連結会計年度末に比べて７億35百万円減少しまし

た。また、固定負債は51億61百万円となり前連結会計年度末に比べて１億11百万円減少しました。流動
負債の主な減少要因は、支払手形及び買掛金の減少であります。固定負債の減少要因は、長期借入金の
減少であります。 
純資産の部は、株主資本が剰余金の配当を１億43百万円、自己株式の取得を２億99百万円実施し、中間
純利益が３億33百万円となったこと、また中央ビルト工業㈱を持分法適用会社としたことにより124億
86百万円（前連結会計年度末比81百万円減）となりました。 

当中間期末における現金及び現金同等物（以下、資金という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ
て３億67百万円減少し19億70百万円となりました。 
営業活動の結果、資金は７億３百万円増加しました。その主な要因は税金等調整前中間純利益が５億

92百万円になったことによります。 
投資活動においては、レンタル資産を中心に有形固定資産の取得に８億35百万円を支出したほか中央

ビルト工業㈱の株式を追加取得した結果、資金は９億88百万円減少しました。 
財務活動の結果、資金は81百万円減少しました。主な要因は自己株式の取得並びに配当金の支払いで

あります。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
※ 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

１. 指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２. 株式時価総額は、中間（期末）株価終値×中間（期末）発行済株式数（自己株式控除後）により計算して

おります。                  

３. 有利子負債は、中間（期末）連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負

債を対象としております。 

４. 営業キャッシュ・フローは、中間（期末）連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシ

ュ・フロー」を使用しております。また、利払いについては、中間（期末）連結キャッシュ・フロー計算

書の「利息の支払額」を使用しております。 

５. キャッシュ・フロー対有利子負債比率の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するた

めに２倍しております。 

(2) 財政状態に関する分析

 ① 資産、負債及び純資産の状況

 ② キャッシュ・フローの状況

平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

中 間 期 末 中 間 期 末 中 間

自己資本比率（％） 44.2 44.6 43.1 44.1 45.8

時価ベースの自己資本比率（％） 42.3 39.4 30.4 20.9 17.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率
（年）

8.2 3.4 14.5 3.9 5.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ 7.4 16.7 3.8 13.1 10.7
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当社は、剰余金の配当について、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保し
つつ、安定した利益配分を行うと共に連結配当性向30％を基本方針としております。 
平成20年５月２日に、当期の配当金予想を年間15円、中間7.5円として発表しましたが、平成20年７

月18日発表の通り、当社が平成20年９月に創業70周年を迎えたことから、株主の皆様をはじめ関係各位
のご支援に対する感謝の意から中間配当金について１株当たり２円の記念配当を実施させていただきま
す。これにより中間配当金は１株当たり9.5円を実施し、年間配当金は17円を予定しております。 

  

①為替の変動について 

当社の住宅機器関連事業は海外委託生産を行っており、平成20年３月期の米ドル建商品仕入高は当
社の総商品仕入高の49.8％となっております。当社は今後もコストダウンによる価格競争力を保持し
販売シェア拡大のため、海外委託生産を継続する方針でありますが、取引は大部分が米ドル建てで行
われており、為替相場が変動した場合、当社の業績が影響を受ける可能性があります。当社では仕入
コストの安定を目的として為替予約取引による為替ヘッジを行っております。 

②原材料の動向について 

当社の建設機材関連事業、住宅機器関連事業の原材料の主なものは鋼管、鋼材、アルミ型材等であ
ります。鋼管・鋼材は近年世界的な需要増により高騰しており、今後も更に上昇する見込でありま
す。そのため、原材料上昇による製品原価上昇分の販売価格への転嫁が進まない場合は当社の業績に
影響を及ぼす可能性があります。 

③建設動向について 

当社の建設機材関連事業及びレンタル関連事業においては建設関連の仮設足場機材の販売並びにレ
ンタルを事業としております。この業界はバブル期以降、縮小傾向で推移しておりますが、想定をさ
らに上回る建設需要の減少や関連価格の大幅な変動が起こった場合は当社の業績に影響を及ぼす可能
性があります。 

④新設住宅着工戸数の動向について 

当社のレンタル関連事業の低層用仮設機材レンタルは主に住宅の建築時に使用されるため、当社の
業績は新設住宅着工戸数の増減に少なからず影響を受けております。新設住宅着工戸数は一般経済情
勢、金利動向、地価動向、建築基準法、税制等様々な要因の影響を受けますので、その結果によって
は当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤海外生産拠点への依存について 

当社の電子機器関連事業の無線機等の製造工程のうち組立加工について価格面、品質面及び安定供
給等の観点から外注先を選定した結果、フィリピンでの組立加工に依存する割合が大きくなっており
ます。また、住宅機器関連事業も子会社の蘇州アルインコ金属製品有限公司を始め数社において海外
委託生産を行っており、その主な国は中国・ベトナム等であります。生産委託先のある国々の政治・
社会情勢及び為替動向等によっては、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥業績が低迷している関係会社について 

当社の電子機器関連事業の連結子会社アルインコ富山株式会社(資本金50百万円)は当社製品の組立
を行う一方、グループ外からの電子機器関連の加工請負業務を行っております。当社の電子事業部は
コストダウンを目的に無線機の組立を海外にシフトしており、同社への既存製品の加工委託は大きく
減少しております。その対応策として同社はグループ外からの加工請負を増加させてきましたが、電
機業界における生産拠点の海外移転に伴い同社の業績は低迷しております。同社は受注活動の強化や
当社新製品の加工委託による売上増と加工工数見直し等の原価管理の徹底を図っておりますが今後、
同社の経営が計画通りに進捗しない場合は当社の業績に影響を与える可能性があります。 

⑦建設業法について 

当社のレンタル関連事業が取得している一般建設業の「とび・土工工事業及び内装仕上工事業」の
許可票は１件当たりの請負金額が500万円未満の請負工事においては必要とされておりません。しか
しながら当社のレンタル関連事業の主な取引先は住宅会社、建設会社、工務店、リフォーム業者であ
り取引を行なう場合、一般建設業の許可については必須事項となっておりますので、一般建設業の許
可の取消や停止事由が発生した場合は当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

(4) 事業等のリスク
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⑧減損会計適用の可能性について 

当社の住宅機器セグメントの中の住宅機器事業部（蘇州アルインコ金属製品有限公司含む）はアル
ミ製の梯子、脚立、三脚等を海外で生産しており、ホームセンターや工具・器具等を扱う機工ルート
を経由して一般消費者や建設関連のプロユーザーに販売されております。同事業部は原材料であるア
ルミ素材の値上がりや円安基調により直近３期間の業績が営業赤字となっており、減損の兆候があり
ます。平成20年３月期期末時点では割引前将来キャッシュ・フローが固定資産の簿価を上回る状況で
あることから減損処理を実施しておりませんが、平成21年３月期の業績が営業赤字となった場合固定
資産の減損処理を余儀なくされる可能性があります。 
 減損処理が実施されますと、同事業部が国内外で使用している固定資産の簿価が将来キャッシュ・
フロー及び資産の売却可能価額の合計額を超過する金額が減損損失となり、当社の業績に影響を及ぼ
す可能性があります。 

⑨「のれん」の減損処理の可能性について 

当社は既存の事業セグメントを拡大強化するため、他企業の株式や「のれん」の取得を行っており
ます。これらの取得にあたっては、事前に投資収益性の検討を行いますが、当初見込んだ超過収益力
が低下・喪失することにより株式や「のれん」の時価が著しく下落したと認められる場合、減損損失
の生じる可能性があります。 
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当社の企業集団等は、子会社４社及び関連会社３社で構成され、建設用仮設機材の製造・販売・レン

タル及びＤＩＹ用品（住宅機器）、電子製品等の製造・販売を主な事業内容とし、更に各事業に関連す

る物流、研究及びその他のサービス等の事業活動を展開しております。 

その主な事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであり、これらは事業

の種類別セグメントと同一の区分であります。 

なお、当社は建設機材関連事業ならびにレンタル関連事業の強化のため、中央ビルト工業㈱の株式

1,488千株を平成20年３月31日付で追加取得し、同社は当社の持分法適用関連会社となりました。 
  

 
  

 

２ 企業集団の状況

建設機材関連事業 ： 連結財務諸表提出会社（以下アルインコ㈱という）が製造販売するほか、

一部をアルインコ㈱が仕入れて販売しております。また、その一部を関連会

社のオリエンタル機材㈱を通じて販売もしております。

中央ビルト工業㈱との間においては製品の相互供給を通じて、各社の得意

先へ販売を行っております。

住宅機器関連事業 ： 蘇州アルインコ金属製品有限公司並びに寧波特霊通金属製品有限公司が製

造した製品をアルインコ㈱が販売するほか、一部をアルインコ㈱が製造また

は仕入れて販売しております。

㈱光モールは、樹脂等の成型材であるモール材の仕入販売を行っている会

社であり、アルインコ㈱からアルミ型材を仕入れて販売しております。

電子機器関連事業 ： アルインコ㈱が開発・設計した仕様に基づき、製造工程の一部を子会社の

アルインコ富山㈱に外注しております。無線機周辺機器については、アルイ

ンコ㈱が仕入れて販売しております。

レンタル関連事業 ： アルインコ㈱が製造した製品の一部を、自社運用資産としてユーザーにレ

ンタルしております。

中央ビルト工業㈱との間においてはレンタル用の仮設機材を相互に供給

し、各社の得意先へレンタルしております。

東京仮設ビルト㈱は足場工事の施工を行う会社であり、アルインコ㈱の受

注物件ないし独自の受注物件の請負工事を行っております。
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平成20年３月期決算短信（平成20年５月２日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないた
め開示を省略します。 
 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 
  
（当社ホームページ) 

http://www.alinco.co.jp/ir/03.html 
  
（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ)) 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 
  

  

３ 経営方針
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４ 中間連結財務諸表

(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末

(平成19年９月20日)

当中間連結会計期間末

(平成20年９月20日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月20日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 2,429 1,978 2,345

 ２ 受取手形及び売掛金 ※３ 9,851 9,123 9,707

 ３ 有価証券 ― 48 40

 ４ たな卸資産 4,974 5,033 4,924

 ５ 繰延税金資産 355 319 434

 ６ その他の流動資産 188 306 248

 ７ 貸倒引当金 △71 △44 △49

   流動資産合計 17,727 61.1 16,765 60.7 17,651 62.4

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) レンタル資産 15,023 15,267 15,043

    減価償却累計額 11,984 3,038 12,446 2,821 12,211 2,831

  (2) 建物及び構築物 ※１ 4,558 4,652 4,640

    減価償却累計額 2,662 1,896 2,828 1,823 2,754 1,886

  (3) 機械装置及び 
    運搬具

995 1,001 975

    減価償却累計額 725 269 730 271 715 259

  (4) 土地 ※１ 2,080 2,087 2,087

  (5) その他の 
    有形固定資産

1,915 1,967 1,858

    減価償却累計額 1,608 1,666 1,597

    減損損失累計額 69 237 66 234 66 194

   有形固定資産合計 7,521 7,238 7,259

 ２ 無形固定資産 180 152 164

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 1,651 1,690 1,256

  (2) 長期貸付金 207 81 91

  (3) 更生債権等 16 47 75

  (4) 繰延税金資産 285 232 357

  (5) その他の投資 
    その他の資産

1,524 1,536 1,593

  (6) 貸倒引当金 △97 △113 △156

   投資その他の 
   資産合計

3,588 3,476 3,219

   固定資産合計 11,290 38.9 10,866 39.3 10,642 37.6

   資産合計 29,018 100.0 27,631 100.0 28,294 100.0
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前中間連結会計期間末

(平成19年９月20日)

当中間連結会計期間末

(平成20年９月20日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月20日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 ※３ 6,021 5,267 6,025

 ２ 短期借入金 ※１ 2,879 3,034 2,574

 ３ 未払法人税等 495 242 388

 ４ 賞与引当金 446 439 424

 ５ その他の流動負債 724 818 1,123

   流動負債合計 10,567 36.4 9,802 35.5 10,537 37.2

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※１ 5,032 4,348 4,448

 ２ 退職給付引当金 64 67 63

 ３ 役員退職慰労引当金 328 345 348

 ４ 関係会社事業損失 
   引当金

137 137 137

 ５ その他の固定負債 369 262 275

   固定負債合計 5,933 20.5 5,161 18.7 5,272 18.7

   負債合計 16,500 56.9 14,963 54.2 15,809 55.9

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 5,571 19.2 5,571 20.2 5,571 19.7

 ２ 資本剰余金 3,306 11.4 3,306 12.0 3,306 11.7

 ３ 利益剰余金 3,504 12.1 4,050 14.6 3,833 13.5

 ４ 自己株式 △84 △0.3 △442 △1.6 △143 △0.5

   株主資本合計 12,298 42.4 12,486 45.2 12,567 44.4

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

113 0.4 114 0.4 △17 △0.1

 ２ 繰延ヘッジ損益 7 0.0 △10 △0.0 △147 △0.5

 ３ 為替換算調整勘定 97 0.3 78 0.2 81 0.3

   評価・換算差額等 
   合計

219 0.7 181 0.6 △83 △0.3

   純資産合計 12,517 43.1 12,668 45.8 12,484 44.1

   負債純資産合計 29,018 100.0 27,631 100.0 28,294 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

(自 平成19年３月21日
至 平成19年９月20日)

当中間連結会計期間

(自 平成20年３月21日
至 平成20年９月20日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成19年３月21日
至 平成20年３月20日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高

 １ 商品及び製品売上高 10,215 9,213 20,902

 ２ レンタル収入 7,334 17,550 100.0 6,952 16,166 100.0 14,526 35,429 100.0

Ⅱ 売上原価

 １ 商品及び 
   製品売上原価

7,591 6,747 15,495

 ２ レンタル原価 5,000 12,592 71.8 4,879 11,626 71.9 10,069 25,565 72.2

   売上総利益 4,957 28.2 4,539 28.1 9,864 27.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 4,133 23.5 4,013 24.8 8,081 22.8

   営業利益 824 4.7 525 3.3 1,782 5.0

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 14 11 37

 ２ 受取地代・家賃 30 32 61

 ３ 作業屑等売却益 33 56 85

 ４ 仕入割引 46 41 91

 ５ スワップ取引等 
   運用益

― 7 ―

 ６ 為替差益 70 ― 30

 ７ 営業譲渡益 ― 39 ―

 ８ その他 39 235 1.3 50 239 1.4 63 370 1.1

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 68 64 135

 ２ スワップ取引等 
   運用損

15 ― 40

 ３ 支払地代・家賃 12 12 24

 ４ 為替差損 ― 91 ―

 ５ その他 7 102 0.6 25 194 1.2 15 216 0.6

   経常利益 956 5.4 571 3.5 1,937 5.5

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※２ 3 0 3

 ２ 投資有価証券売却益 ― ― 13

 ３ 貸倒引当金戻入益 24 16 ―

 ４ 過年度受取利息 ― ― 76

 ５ 固定資産譲受益 ― 27 0.2 41 58 0.4 ― 92 0.3

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除売却損 ※３ 18 24 47

 ２ 投資有価証券評価損 ― 12 1

 ３ 外国人技能実習制度 
   整理損失

― 18 0.1 ― 36 0.2 71 121 0.4

   税金等調整前 
   中間(当期)純利益

965 5.5 592 3.7 1,908 5.4

   法人税、住民税 
   及び事業税

416 219 772

   法人税等調整額 99 515 2.9 39 259 1.6 212 985 2.8

   中間(当期)純利益 449 2.6 333 2.1 923 2.6
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前中間連結会計期間(自 平成19年３月21日 至 平成19年９月20日) 

  

 
  

 
  

(3) 中間連結株主資本等変動計算書

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月20日残高(百万円) 5,571 3,306 3,210 △8 12,080

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △155 △155

 中間純利益 449 449

 自己株式の取得 △76 △76

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― ― 294 △76 217

平成19年９月20日残高(百万円) 5,571 3,306 3,504 △84 12,298

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定
評価・換算 
差額等合計

平成19年３月20日残高(百万円) 370 29 69 469 12,550

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △155

 中間純利益 449

 自己株式の取得 △76

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△256 △21 27 △250 △250

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△256 △21 27 △250 △32

平成19年９月20日残高(百万円) 113 7 97 219 12,517
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当中間連結会計期間(自 平成20年３月21日 至 平成20年９月20日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成20年３月20日残高(百万円) 5,571 3,306 3,833 △143 12,567

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △143 △143

 中間純利益 333 333

  持分法適用会社増加に伴う増加 28 28

 自己株式の取得 △299 △299

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― ― 217 △299 △81

平成20年９月20日残高(百万円) 5,571 3,306 4,050 △442 12,486

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定
評価・換算 
差額等合計

平成20年３月20日残高(百万円) △17 △147 81 △83 12,484

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △143

 中間純利益 333

 持分法適用会社増加に伴う増加 28

 自己株式の取得 △299

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

131 136 △2 264 264

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

131 136 △2 264 183

平成20年９月20日残高(百万円) 114 △10 78 181 12,668
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前連結会計年度(自 平成19年３月21日 至 平成20年３月20日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月20日残高(百万円) 5,571 3,306 3,210 △8 12,080

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △300 △300

 当期純利益 923 923

 自己株式の取得 △135 △135

 株主資本以外の項目の連結会計 
 年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

― ― 622 △135 487

平成20年３月20日残高(百万円) 5,571 3,306 3,833 △143 12,567

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定
評価・換算 
差額等合計

平成19年３月20日残高(百万円) 370 29 69 469 12,550

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △300

 当期純利益 923

 自己株式の取得 △135

 株主資本以外の項目の連結会計 
 年度中の変動額(純額)

△387 △176 11 △552 △552

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

△387 △176 11 △552 △65

平成20年３月20日残高(百万円) △17 △147 81 △83 12,484
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

(自 平成19年３月21日
至 平成19年９月20日)

当中間連結会計期間

(自 平成20年３月21日
至 平成20年９月20日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書
(自 平成19年３月21日
至 平成20年３月20日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前 
   中間(当期)純利益

965 592 1,908

 ２ 減価償却費 740 812 1,620

 ３ 貸倒引当金の増加額 ― 13 14

 ４ 貸倒引当金戻入益 △24 ― ―

 ５ 賞与引当金の増減額 11 14 △9

 ６ 役員賞与引当金の減少額 △38 ― △38

 ７ 役員退職慰労引当金の
   増減額

21 △2 40

 ８ 退職給付引当金の減少額 △55 △22 △114

 ９ 受取利息及び受取配当金 △24 △22 △126

 10 支払利息 68 64 135

 11 為替差損益 0 △1 1

  12 有形固定資産譲受益 ― △41 ―

 13 有形固定資産除売却損 18 24 33

 14 投資有価証券売却益 ― ― △13

 15 売上債権の増減額 △228 662 △146

 16 更生債権等の減少額 0 1 0

 17 たな卸資産の増加額 △404 △108 △358

 18 仕入債務の減少額 △6 △827 △78

 19 未払消費税等の増減額 135 △117 216

 20 その他 54 64 196

    小計 1,234 1,106 3,281

 21 利息及び配当金の受取額 24 28 39

 22 利息の支払額 △70 △65 △137

 23 法人税等の支払額 △915 △366 △1,373

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

272 703 1,809
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前中間連結会計期間

(自 平成19年３月21日
至 平成19年９月20日)

当中間連結会計期間

(自 平成20年３月21日
至 平成20年９月20日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書
(自 平成19年３月21日
至 平成20年３月20日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 定期預金等の預入 
   による支出

△6 △0 △7

 ２ 有形固定資産の取得 
   による支出

△1,000 △835 △1,622

 ３ 有形固定資産の売却 
   による収入

20 1 20

 ４ 無形固定資産の取得 
   による支出

△20 △8 △30

 ５ 投資有価証券の取得 
   による支出

△5 △177 △22

 ６ 投資有価証券の売却等
   による収入

1 ― 12

 ７ 連結範囲変更を伴う 
   子会社株式の取得  
   による支出

※２
△301 ― △301

 ８ 貸付けによる支出 △29 △23 △59

 ９ 貸付金の回収による収入 78 33 225

 10 敷金・保証金の差入 
   による支出

△29 △103 △39

 11 敷金・保証金の返還 
   による収入

10 124 16

 12 その他 △7 ― △6

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△1,289 △988 △1,814

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増減額 △1,505 130 △1,845

 ２ 長期借入れによる収入 3,900 1,400 4,500

 ３ 長期借入金の返済 
   による支出

△1,113 △1,169 △2,262

 ４ 自己株式の取得 
   による支出

△76 △299 △135

 ５ 配当金の支払額 △155 △143 △300

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

1,049 △81 △43

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

1 0 △1

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 34 △367 △50

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高

2,388 2,338 2,388

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

2,422 1,970 2,338
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(5) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

(自 平成19年３月21日
至 平成19年９月20日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月21日
至 平成20年９月20日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月21日
至 平成20年３月20日)

１ 連結の範囲に関す
る事項

 連結子会社 
 連結子会社は、アルイン
コ富山㈱、東京仮設ビルト
㈱、蘇州アルインコ金属製
品有限公司、㈱光モールの
４社であります。 
 なお、㈱光モールは株式
取得に伴い当中間連結会計
期間から連結範囲に含めて
おります。

 連結子会社 
 連結子会社は、アルイン
コ富山㈱、東京仮設ビルト
㈱、蘇州アルインコ金属製
品有限公司、㈱光モールの
４社であります。

 連結子会社 
 連結子会社は、アルイン
コ富山㈱、東京仮設ビルト
㈱、蘇州アルインコ金属製
品有限公司、㈱光モールの
４社であります。 
 なお、㈱光モールは株式
取得に伴い当連結会計年度
から連結範囲に含めており
ます。

２ 持分法の適用に関
する事項

(1) 持分法適用の関連会社
  関連会社であるオリエ
ンタル機材㈱について持
分法を適用しておりま
す。

(1) 持分法適用の関連会社
  関連会社である中央ビ
ルト工業㈱ならびにオリ
エンタル機材㈱について
持分法を適用しておりま
す。

  なお、中央ビルト工業
㈱については平成20年３
月31日付の株式追加取得
により、当該会社の議決
権の25％を所有すること
となったため、当中間連
結会計期間から持分法適
用の関連会社に含めてお
ります。

(1) 持分法適用の関連会社
  関連会社であるオリエ
ンタル機材㈱について持
分法を適用しておりま
す。

 

(2) 持分法を適用しない関
連会社の名称

  寧波特霊通金属製品有
限公司は、中間純損益
(持分に見合う額)及び利
益剰余金(持分に見合う
額)等に及ぼす影響が軽
微であり、かつ全体とし
ても重要性がないため、
持分法の適用から除外し
ております。

(2) 持分法を適用しない関
連会社の名称

同左

(2) 持分法を適用しない関
連会社の名称

  寧波特霊通金属製品有
限公司は、当期純損益
(持分に見合う額)及び利
益剰余金(持分に見合う
額)等に及ぼす影響が軽
微であり、かつ全体とし
ても重要性がないため、
持分法の適用から除外し
ております。

(3) 持分法適用会社のオリ
エンタル機材㈱は、９月
30日が中間決算日であり
ます。中間連結財務諸表
の作成にあたっては、中
間連結決算日との間に重
要な取引が生じていない
ため、９月30日の中間財
務諸表を使用しておりま
す。

(3) 持分法適用会社の中央
ビルト工業㈱ならびにオ
リエンタル機材㈱は、９
月30日が中間決算日であ
ります。 
 中間連結財務諸表の作
成にあたり、中央ビルト
工業㈱については平成20
年６月30日現在の財務諸
表を使用しております。
また、オリエンタル機材
㈱については、中間連結
決算日との間に重要な取
引が生じていないため、
９月30日の中間財務諸表
を使用しております。

(3) 持分法適用会社のオリ
エンタル機材㈱は、３月
31日が決算日でありま
す。連結財務諸表の作成
にあたっては、連結決算
日との間に重要な取引が
生じていないため、３月
31日の決算財務諸表を使
用しております。

３ 連結子会社の中間
決算日(決算日)等
に関する事項

 連結子会社のうち、蘇州
アルインコ金属製品有限公
司の中間決算日は、６月30
日であります。中間連結財
務諸表の作成にあたって
は、同日現在の財務諸表を
使用し、中間連結決算日と
の間に生じた重要な取引に
ついては、連結上必要な調
整を行っております。

同左  連結子会社のうち、蘇州
アルインコ金属製品有限公
司の決算日は、12月31日で
あります。連結財務諸表の
作成にあたっては、同日現
在の財務諸表を使用し、連
結決算日との間に生じた重
要な取引については、連結
上必要な調整を行っており
ます。
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項目
前中間連結会計期間

(自 平成19年３月21日
至 平成19年９月20日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月21日
至 平成20年９月20日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月21日
至 平成20年３月20日)

４ 会計処理基準に関
する事項

(1) 重要な資産の評価基準
及び評価方法

 ① 有価証券
   その他有価証券
   時価のあるもの
     中間連結決算日

の市場価格等に基
づく時価法(評価
差額は全部純資産
直入法により処理
し、売却原価は移
動平均法により算
定)

(1) 重要な資産の評価基準
及び評価方法
① 有価証券
  その他有価証券
  時価のあるもの

同左

(1) 重要な資産の評価基準
及び評価方法
① 有価証券
  その他有価証券
  時価のあるもの
    連結決算日の市

場価格等に基づく
時価法(評価差額
は全部純資産直入
法により処理し、
売却原価は移動平
均法により算定)

   時価のないもの
    移動平均法による

原価法

  時価のないもの
同左

  時価のないもの
同左

 ② デリバティブ
   時価法

② デリバティブ
同左

② デリバティブ
同左

 ③ たな卸資産
    主として総平均法

による原価法

③ たな卸資産
同左

③ たな卸資産
同左

 

(2) 重要な減価償却資産の
減価償却の方法

 ① 有形固定資産
   国内連結会社は主と

して定率法、在外連結
子会社は定額法によっ
ております。

   なお、耐用年数は次
のとおりであります。
レンタル 
資産…

 
5年

建物及び 
構築物…

 
2～47年

機械装置 
及び 
運搬具…

 
 
2～15年

その他の 
有形 
固定資産…

 
 
2～20年

         ───
  

 

(2) 重要な減価償却資産の
減価償却の方法
① 有形固定資産
  国内連結会社は主と
して定率法、在外連結
子会社は定額法によっ
ております。

  なお、耐用年数は次
のとおりであります。
レンタル
資産… 5年
建物及び
構築物… 2～50年
機械装置
及び 
運搬具…

 
2～15年

その他の
有形 
固定資産…

 
2～20年

  (追加情報)

     法人税法の改正に伴
い、平成19年３月31日
以前に取得した資産に
ついては、改正前の法
人税法に基づく減価償
却の方法の適用により
取得価額の５％に到達
した連結会計年度の翌
連結会計年度より、取
得原価の５％相当額と
備忘価額との差額を５
年間にわたり均等償却
し、減価償却費に含め
て計上しております。

  これに伴い、前中間
連結会計期間と同一の
方法によった場合に比
べ、売上総利益が41百
万円減少し、営業利
益、経常利益及び税金
等調整前中間純利益が
それぞれ42百万円減少
しております。

  なお、セグメント情
報に与える影響は、当
該箇所に記載しており
ます。

 

(2) 重要な減価償却資産の
減価償却の方法
① 有形固定資産
  国内連結会社は主と
して定率法、在外連結
子会社は定額法によっ
ております。

    なお、耐用年数は次
のとおりであります。
レンタル 
資産…

 
5年

建物及び 
構築物…

 
2～50年

機械装置 
及び 
運搬具…

 
 
2～15年

その他の 
有形 
固定資産…

 
 
2～20年

        ───
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項目
前中間連結会計期間

(自 平成19年３月21日
至 平成19年９月20日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月21日
至 平成20年９月20日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月21日
至 平成20年３月20日)

 ② 無形固定資産

   定額法によっており

ます。

   ただし、ソフトウェ

ア(自社利用分)につい

ては、社内における利

用可能期間(５年)に基

づく定額法でありま

す。

 ② 無形固定資産 

同左

 ② 無形固定資産 

   定額法によっており

ます。 

   ただし、ソフトウェ

ア(自社利用分)につい

ては、社内における利

用可能期間(５年)に基

づく定額法でありま

す。 

   また、のれんについ

ては、原則として発生

時以降５年間で均等償

却しております。
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項目
前中間連結会計期間

(自 平成19年３月21日
至 平成19年９月20日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月21日
至 平成20年９月20日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月21日
至 平成20年３月20日)

(3) 重要な引当金の計上基

準

  貸倒引当金

    売上債権、貸付金

等の貸倒損失に備え

るため、一般債権に

ついては貸倒実績率

により、貸倒懸念債

権及び破産更生債権

については個別に回

収可能性を検討し、

回収不能見込額を計

上しております。

(3) 重要な引当金の計上基

準

  貸倒引当金

同左

(3) 重要な引当金の計上基

準

  貸倒引当金

同左

  賞与引当金

    従業員の賞与の支

出に備えるため、期

間業績に応じた支給

見込額を計上してお

ります。

  賞与引当金

同左

  賞与引当金

同左

  役員賞与引当金

       ───

  役員賞与引当金

       ───

  役員賞与引当金

       ───

   (追加情報)   

    従来、国内連結会

社の未払役員賞与に

ついては、「役員賞

与引当金」として表

示しておりました

が、当中間連結会計

期間末において役員

に対する賞与支給総

額が確定することと

なったため、当中間

連結会計期間から未

払金（流動負債「そ

の他」）に含めて表

示しております。

    なお、当中間連結

会計期間末における

未払役員賞与の金額

は27百万円でありま

す。

      

     

    

   (追加情報)   

    従来、国内連結会

社の未払役員賞与に

ついては、「役員賞

与引当金」として表

示しておりました

が、当連結会計年度

末において役員に対

する賞与支給総額が

確定することとなっ

たため、当連結会計

年度から未払金（流

動負債「その他」）

に含めて表示してお

ります。

    なお、当連結会計

年度末における未払

役員賞与の金額は27

百万円であります。

アルインコ㈱（5933）平成21年３月期中間決算短信

―20―



項目
前中間連結会計期間

(自 平成19年３月21日
至 平成19年９月20日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月21日
至 平成20年９月20日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月21日
至 平成19年３月20日)

  退職給付引当金

    国内連結会社は、

従業員の退職給付に

備えるため、当連結

会計年度末における

退職給付債務及び年

金資産の見込額に基

づき、当中間連結会

計期間末において発

生していると認めら

れる額を計上してお

ります。

    数理計算上の差異

は、その発生時の従

業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年

数(５年)による定額

法により、翌連結会

計年度から費用処理

することとしており

ます。

  退職給付引当金

同左

  退職給付引当金

    国内連結会社は、

従業員の退職給付に

備えるため、当連結

会計年度末における

退職給付債務及び年

金資産の見込額に基

づき計上しておりま

す。

    数理計算上の差異

は、その発生時の従

業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年

数(５年)による定額

法により、翌連結会

計年度から費用処理

することとしており

ます。

  役員退職慰労引当金

    連結財務諸表提出

会社は、役員の退職

慰労金の支出に備え

るため「役員退職慰

労金規程」(内規)に

よる中間期末要支給

額を計上しておりま

す。

  役員退職慰労引当金

同左

  役員退職慰労引当金

    連結財務諸表提出

会社は、役員の退職

慰労金の支出に備え

るため「役員退職慰

労金規程」(内規)に

よる当連結会計年度

末要支給額を計上し

ております。

  関係会社事業損失引当

金

    関係会社の事業の

損失に備えるため、

連結会社が負担する

こととなる損失見込

額を計上しておりま

す。

  関係会社事業損失引当

金

同左

  関係会社事業損失引当

金

同左

(4) 重要なリース取引の処

理方法

  リース物件の所有権が

借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナ

ンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計

処理によっております。

(4) 重要なリース取引の処

理方法

同左

(4) 重要なリース取引の処

理方法

同左
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項目
前中間連結会計期間

(自 平成19年３月21日
至 平成19年９月20日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月21日
至 平成20年９月20日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月21日
至 平成20年３月20日)

(5) 重要なヘッジ会計の方

法

 ① ヘッジ会計の方法

   原則として繰延ヘッ

ジ処理によっておりま

す。なお、振当処理の

要件を満たしている為

替予約等については振

当処理に、特例処理の

要件を満たしている金

利スワップについては

特例処理によっており

ます。

(5) 重要なヘッジ会計の方

法

 ① ヘッジ会計の方法

同左

(5) 重要なヘッジ会計の方

法

 ① ヘッジ会計の方法

同左

 

 ② ヘッジ手段とヘッジ

対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約取

引 

通貨スワッ

プ取引 

 

商品及び原

材料の輸入

による外貨

建金銭債務

及び予定取

引

金利スワッ

プ取引

長期借入金

の利息

 ② ヘッジ手段とヘッジ

対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約取

引 

 

 

商品及び原

材料の輸入

による外貨

建金銭債務

及び予定取

引

金利スワッ

プ取引

長期借入金

の利息

 ② ヘッジ手段とヘッジ

対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約取

引 

通貨スワッ

プ取引

商品及び原

材料の輸入

による外貨

建金銭債務

及び予定取

引

金利スワッ

プ取引

長期借入金

の利息

 ③ ヘッジ方針

   デリバティブ取引に

関する社内規程に基づ

き、為替変動リスク及

び金利変動リスクを一

定の範囲内でヘッジし

ております。

 ③ ヘッジ方針

同左

 ③ ヘッジ方針

同左

 ④ ヘッジ有効性評価の

方法

   ヘッジ対象の相場変

動、キャッシュ・フロ

ーとヘッジ手段の間に

高い相関関係があるこ

とを確認し、有効性の

評価としております。

ただし、一部の金利ス

ワップ取引において

は、契約の内容等によ

りヘッジに高い有効性

が明らかに認められる

場合については有効性

の判定を省略しており

ます。

   また為替予約におい

ては、取引すべてが将

来の購入予定に基づく

ものであり、実行の可

能性が極めて高いため

有効性の判定は省略し

ております。

 ④ ヘッジ有効性評価の

方法

同左

 ④ ヘッジ有効性評価の

方法

同左
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項目
前中間連結会計期間

(自 平成19年３月21日
至 平成19年９月20日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月21日
至 平成20年９月20日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月21日
至 平成20年３月20日)

(6) 消費税等の会計処理

  消費税及び地方消費税

の会計処理は税抜方式を

採用しております。

(6) 消費税等の会計処理

同左

(6) 消費税等の会計処理

同左

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 連 結 キ ャ ッ シ

ュ・フ ロ ー 計 算

書)における資金

の範囲

 手許現金、要求払預金及

び取得日から３ヶ月以内に

満期日の到来する流動性の

高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わ

ない短期的な投資でありま

す。

同左 同左

アルインコ㈱（5933）平成21年３月期中間決算短信

―23―



  

 
  

(6) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

(会計処理の変更)

前中間連結会計期間
(自 平成19年３月21日
至 平成19年９月20日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月21日
至 平成20年９月20日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月21日
至 平成20年３月20日)

（固定資産の減価償却の方法） 

 法人税法の改正((所得税法等の一

部を改正する法律 平成19年３月30

日 法律第６号)及び(法人税法施行

令の一部を改正する政令 平成19年

３月30日 政令第83号))に伴い、平

成19年４月１日以降に取得したもの

については、改正後の法人税法に基

づく方法に変更しております。 

 これに伴い、前中間連結会計期間

と同一の方法によった場合と比べ、

売上総利益が29百万円、営業利益、

経常利益、税金等調整前中間純利益

がそれぞれ29百万円減少しておりま

す。 

 なお、セグメント情報に与える影

響については、当該箇所に記載して

おります。

――― （固定資産の減価償却の方法） 

 法人税法の改正((所得税法等の一

部を改正する法律 平成19年３月30

日 法律第６号)及び(法人税法施行

令の一部を改正する政令 平成19年

３月30日 政令第83号))に伴い、平

成19年４月１日以降に取得したもの

については、改正後の法人税法に基

づく方法に変更しております。 

 これに伴い、前連結会計年度と同

一の方法によった場合と比べ、売上

総利益が100百万円、営業利益、経

常利益、税金等調整前当期純利益が

それぞれ102百万円減少しておりま

す。 

 なお、セグメント情報に与える影

響については、当該箇所に記載して

おります。
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(7) 中間連結財務諸表に関する注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

前中間連結会計期間末
(平成19年９月20日)

当中間連結会計期間末
(平成20年９月20日)

前連結会計年度末 
(平成20年３月20日)

 

 

 

 

※１ 債務の担保に供している資産

及び担保付債務は次のとおりで

あります。

(担保資産の種類) (金額)

建物及び 
構築物

590百万円

土地 1,452百万円

計 2,042百万円

(担保付債務) (金額)

短期借入金 69百万円

長期借入金 1,967百万円

計 2,037百万円

 

 

 

 

※１ 債務の担保に供している資産

及び担保付債務は次のとおりで

あります。

(担保資産の種類) (金額)

建物及び
構築物

496百万円

土地 1,385百万円

計 1,882百万円

(担保付債務) (金額)

短期借入金 13百万円

長期借入金 1,755百万円

計 1,768百万円

 

 

 

 

※１ 債務の担保に供している資産

及び担保付債務は次のとおりで

あります。

(担保資産の種類) (金額)

建物及び 
構築物

570百万円

土地 1,452百万円

計 2,023百万円

(担保付債務) (金額)

短期借入金 32百万円

長期借入金 1,962百万円

計 1,994百万円

 ２    ―――  ２ 受取手形裏書譲渡高 

11百万円

 ２ 受取手形裏書譲渡高 

8百万円

※３    ――― ※３ 中間連結会計期間末日満期手

形の処理方法

 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、満期

日に決済が行われたものとして

処理しております。

 なお、当中間連結会計期間末

日が金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間末日

満期手形を満期日に決済が行わ

れたものとして処理しておりま

す。

受取手形 41百万円

支払手形 462百万円

※３ 連結会計年度末日満期手形の

処理方法

 期末日満期手形の会計処理に

ついては、満期日に決済が行わ

れたものとして処理しておりま

す。

 なお、当連結会計年度末日が

金融機関の休日であったため、

次の期末日満期手形を満期日に

決済が行われたものとして処理

しております。 

 

受取手形 77百万円

支払手形 517百万円
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(中間連結損益計算書関係)

前中間連結会計期間
(自 平成19年３月21日
至 平成19年９月20日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月21日
至 平成20年９月20日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月21日
至 平成20年３月20日)

 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目及びその金額は、次のと

おりであります。

運賃保管料 580百万円

人件費 1,712百万円

賞与引当金 
繰入額

353百万円

退職給付費用 21百万円

役員退職慰労 
引当金繰入額

21百万円

減価償却費 67百万円
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目及びその金額は、次のと

おりであります。

運賃保管料 516百万円

人件費 1,661百万円

賞与引当金
繰入額

347百万円

退職給付費用 62百万円

役員退職慰労
引当金繰入額

21百万円

減価償却費 65百万円

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目及びその金額は、次のと

おりであります。

運賃保管料 1,151百万円

人件費 3,661百万円

賞与引当金 
繰入額

338百万円

退職給付費用 42百万円

役員退職慰労 
引当金繰入額

40百万円

貸倒引当金繰
入額

14百万円

減価償却費 128百万円

※２ 固定資産売却益の内訳は次の

とおりであります。

機械装置及び 
運搬具

0百万円

土地 3百万円

計 3百万円

 

※２ 固定資産売却益の内訳は次の

とおりであります。

機械装置及び
運搬具

0百万円

※２ 固定資産売却益の内訳は次の

とおりであります。

機械装置及び 
運搬具

0百万円

土地 3百万円

計 3百万円

 

※３ 固定資産除売却損の内訳は次

のとおりであります。

レンタル資産 8百万円

機械装置及び 
運搬具

0百万円

その他の 
有形固定資産

0百万円

解体撤去費用 5百万円

無形固定資産 4百万円

計 18百万円

 

※３ 固定資産除売却損の内訳は次

のとおりであります。

レンタル資産 9百万円

建物及び
構築物

10百万円

機械装置及び
運搬具

0百万円

その他の
有形固定資産

0百万円

本社事務所移
転関連費用

4百万円

計 24百万円

※３ 固定資産除売却損の内訳は次

のとおりであります。

レンタル資産 19百万円

建物及び 
構築物

0百万円

機械装置及び 
運搬具

3百万円

その他の 
有形固定資産

2百万円

ソフトウエア 14百万円

解体撤去費用 7百万円

計 47百万円
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前中間連結会計期間（自 平成19年３月21日 至 平成19年９月20日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加                        24株 

 会社法第459条第１項の規定による定款の定めに基づく市場買付による増加  142,000株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後と

なるもの 

 
  

(中間連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 19,509,326 ─ ─ 19,509,326

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 24,734 142,024 ─ 166,758

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月２日 
取締役会

普通株式 155 8 平成19年３月20日 平成19年６月１日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年11月１日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 145 7.5 平成19年９月20日 平成19年11月22日
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当中間連結会計期間（自 平成20年３月21日 至 平成20年９月20日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加                        ８株 

 会社法第459条第１項の規定による定款の定めに基づく市場買付による増加  1,000,000株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後と

なるもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 19,509,326 ─ ─ 19,509,326

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 326,958 1,000,008 ─ 1,326,966

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年５月２日 
取締役会

普通株式 143 7.5 平成20年３月20日 平成20年６月２日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年10月31日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 172 9.5 平成20年９月20日 平成20年11月25日
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前連結会計年度(自 平成19年３月21日 至 平成20年３月20日） 

１ 発行済株式の総数に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加                         24株 

 会社法第459条第１項の規定による定款の定めに基づく市場買付による増加    302,200株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 19,509,326 ― ― 19,509,326

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 24,734 302,224 ― 326,958

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月２日 
取締役会

普通株式 155 8.0 平成19年３月20日 平成19年６月１日

平成19年11月１日 
取締役会

普通株式 145 7.5 平成19年９月20日 平成19年11月22日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年５月２日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 143 7.5 平成20年３月20日 平成20年６月２日
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前中間連結会計期間
(自 平成19年３月21日
至 平成19年９月20日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月21日
至 平成20年９月20日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月21日
至 平成20年３月20日)

 １ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係

現金及び預金

勘定
2,429百万円

預入期間が３
ヶ月を超える
定期預金

△6百万円

現金及び 
現金同等物

2,422百万円

 １ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係

現金及び預金

勘定
1,978百万円

預入期間が３
ヶ月を超える
定期預金

△7百万円

現金及び
現金同等物

1,970百万円  

 １ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

現金及び預金

勘定
2,345百万円

預入期間が３
ヶ月を超える
定期預金

△7百万円

現金及び 
現金同等物

2,338百万円

※２ 株式の取得により新たに連結

子会社となった会社の資産及び

負債の主な内訳

   株式の取得により㈱光モール

を新たに連結したことに伴う連

結開始時の資産及び負債の内訳

並びに株式の取得価額と取得の

ための支出（純額）との関係は

次のとおりであります。

流動資産 307百万円
のれん 54百万円
固定資産 247百万円
流動負債 130百万円
固定負債 73百万円

子会社株式の
取得価額

405百万円

子会社の現金
及び現金同等
物

103百万円

差引：子会社
株式取得のた
めの支出

301百万円

※２    ――― ※２ 株式の取得により新たに連結

子会社となった会社の資産及び

負債の主な内訳

  株式の取得により㈱光モールを

新たに連結したことに伴う連結

開始時の資産及び負債の内訳並

びに株式の取得価額と取得のた

めの支出（純額）との関係は次

のとおりであります。

流動資産 307百万円
のれん 54百万円
固定資産 247百万円
流動負債 130百万円
固定負債 73百万円

子会社株式の
取得価額

405百万円

子会社の現金
及び現金同等
物

103百万円

差引：子会社
株式取得のた
めの支出

301百万円
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(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な品目 

(1) 建設機材関連事業……建設用仮設機材等 

(2) 住宅機器関連事業……梯子・脚立等、アルミ型材・樹脂モール材、フィットネス関連商品 

(3) 電子機器関連事業……無線通信機器等 

(4) レンタル関連事業……中高層用・低層用仮設機材・仮設観覧席のレンタル 

３ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (2) 重要な減

価償却資産の減価償却の方法 ①有形固定資産(会計方針の変更)」に記載の通り、当中間連結会計期間か

ら法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律 平成19年３月30日 法律第６号)及び(法人税法施

行令の一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83号))に伴い、平成19年４月１日以降に取得した

ものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によ

った場合に比べ、当中間連結会計期間における営業費用は「建設機材関連事業」が２百万円、「住宅機器

関連事業」が０百万円、「電子機器関連事業」が２百万円、「レンタル関連事業」が23百万円増加し、営

業利益がそれぞれ同額減少しております。 
  

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な品目 

(1) 建設機材関連事業……建設用仮設機材等 

(2) 住宅機器関連事業……梯子・脚立等、アルミ型材・樹脂モール材、フィットネス関連商品 

(3) 電子機器関連事業……無線通信機器等 

(4) レンタル関連事業……中高層用・低層用仮設機材・仮設観覧席のレンタル 

３ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (2) 重要な減

価償却資産の減価償却の方法 ①有形固定資産(追加情報)」に記載の通り、当中間連結会計期間から法人

税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得原価の５％相

当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。この変更

に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当中間連結会計期間における営業費用は「建設機材関連事業」

が２百万円、「住宅機器関連事業」が２百万円、「電子機器関連事業」が０百万円、「レンタル関連事

業」が38百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間
(自 平成19年３月21日
至 平成19年９月20日)

建設機材 
関連事業 
(百万円)

住宅機器
関連事業 
(百万円)

電子機器
関連事業 
(百万円)

レンタル
関連事業 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

4,194 4,429 1,591 7,334 17,550 ─ 17,550

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

733 309 6 0 1,049 (1,049) ─

計 4,927 4,739 1,598 7,335 18,600 (1,049) 17,550

営業費用 4,311 5,066 1,571 6,826 17,776 (1,049) 16,726

営業利益又は 
営業損失(△)

615 △327 26 508 824 ─ 824

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月21日
至 平成20年９月20日)

建設機材 
関連事業 
(百万円)

住宅機器
関連事業 
(百万円)

電子機器
関連事業 
(百万円)

レンタル
関連事業 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

3,490 4,308 1,416 6,951 16,166 ― 16,166

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

683 137 39 0 861 (861) ―

計 4,174 4,445 1,456 6,951 17,027 (861) 16,166

営業費用 3,750 4,650 1,449 6,652 16,501 (861) 15,640

営業利益又は 
営業損失(△)

423 △204 6 299 525 ― 525
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(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な品目 

 (1) 建設機材関連事業……建設用仮設機材等 

 (2) 住宅機器関連事業……梯子、脚立、アルミ型材、フィットネス関連商品 

 (3) 電子機器関連事業……無線通信機器等 

 (4) レンタル関連事業……中高層用・低層用仮設機材・仮設観覧席のレンタル 

３ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (2) 重要な減価償

却資産の減価償却の方法 ①有形固定資産(会計方針の変更)」に記載の通り、当連結会計年度から法人税

法の改正((所得税法等の一部を改正する法律 平成19年３月30日 法律第６号)及び(法人税法施行令の一

部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83号))に伴い、平成19年４月１日以降に取得したものにつ

いては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合

に比べ、当連結会計年度における営業費用は「建設機材関連事業」が10百万円、「住宅機器関連事業」が

３百万円、「電子機器関連事業」が６百万円、「レンタル関連事業」が82百万円増加し、営業利益がそれ

ぞれ同額減少しております。 

  

前中間連結会計期間(自 平成19年３月21日 至 平成19年９月20日) 

全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」以外の割合が10％未満のため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間(自 平成20年３月21日 至 平成20年９月20日) 

全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」以外の割合が10％未満のため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成19年３月21日 至 平成20年３月20日) 

全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」以外の割合が10％未満のため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

  

前連結会計年度
(自 平成19年３月21日
至 平成20年３月20日)

建設機材 
関連事業 
(百万円)

住宅機器
関連事業 
(百万円)

電子機器
関連事業 
(百万円)

レンタル
関連事業 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

8,698 9,054 3,149 14,526 35,429 ― 35,429

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,317 554 14 0 1,887 (1,887) ―

計 10,016 9,608 3,163 14,527 37,316 (1,887) 35,429

営業費用 8,687 10,054 3,099 13,692 35,533 (1,887) 33,646

営業利益又は 
営業損失(△)

1,328 △445 64 835 1,782 ― 1,782

２ 所在地別セグメント情報
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(注) １ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域 

① ヨーロッパ…フランス、ドイツ、イタリア、東欧諸国、ロシア 

② 北米…………アメリカ合衆国 

③ 東南アジア…インドネシア、タイ、韓国等 

  

 
(注) １ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域 

① ヨーロッパ…イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、東欧諸国、ロシア 

② 北米…………アメリカ合衆国 

③ 東南アジア…インドネシア、タイ、フィリピン 

  

 
(注) １ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域 

① ヨーロッパ…イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、東欧諸国、ロシア 

② 北米…………アメリカ合衆国 

③ 東南アジア…インドネシア、タイ、フィリピン 

  

３ 海外売上高

前中間連結会計期間
(自 平成19年３月21日
至 平成19年９月20日)

ヨーロッパ 北米 東南アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 201 50 174 73 499

Ⅱ 連結売上高(百万円) 17,550

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

1.1 0.3 1.0 0.4 2.8

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月21日
至 平成20年９月20日)

ヨーロッパ 北米 東南アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 136 43 175 49 405

Ⅱ 連結売上高(百万円) 16,166

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

0.8 0.3 1.1 0.3 2.5

前連結会計年度
(自 平成19年３月21日
至 平成20年３月20日)

ヨーロッパ 北米 東南アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 399 101 355 139 995

Ⅱ 連結売上高(百万円) 35,429

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

1.1 0.3 1.0 0.4 2.8
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中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えるため開示を省略します。 

なお、当該注記事項に関しては、平成20年12月１日提出予定の半期報告書に記載しており、『金融商品取

引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム』（ＥＤＩＮＥＴ）でご覧頂くことが

できます。 

  

前中間連結会計期間末(平成19年９月20日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のある有価証券 
  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 
  

 
  

当中間連結会計期間末(平成20年９月20日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のある有価証券 
  

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結中間会計期間においてその他有価証券

で時価のある株式について12百万円減損処理を行っております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 
  

 
  

(リース取引関係)

(有価証券関係)

取得原価(百万円)
中間連結貸借

対照表計上額(百万円)
差額(百万円)

① 株式 1,076 1,228 151

② 債券 100 66 △33

③ その他 140 179 38

計 1,316 1,473 156

中間連結貸借対照表計上額
(百万円)

その他有価証券

非上場株式 178

取得原価(百万円)
中間連結貸借

対照表計上額(百万円)
差額(百万円)

① 株式 502 652 149

② 債券 100 48 △51

③ その他 140 132 △8

計 743 832 89

中間連結貸借対照表計上額
(百万円)

子会社及び関連会社株式

上場株式 763

非上場株式 14

その他有価証券

非上場株式 128
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前連結会計年度末(平成20年３月20日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のある有価証券 
  

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度においてその他有価証券で時

価のある株式について1百万円減損処理を行っております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 
  

 

中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えるため開示を省略します。 

なお、当該注記事項に関しては、平成20年12月１日提出予定の半期報告書に記載しており、『金融商品取

引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム』（ＥＤＩＮＥＴ）でご覧頂くことが

できます。 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

取得原価(百万円)
連結貸借対照表計上額

(百万円)
差額(百万円)

① 株式 1,087 991 △95

② 債券 100 40 △59

③ その他 140 137 △3

計 1,328 1,169 △159

連結貸借対照表計上額
(百万円)

その他有価証券

非上場株式 128

(デリバティブ取引関係)

(ストック・オプション等関係)

(企業結合等関係)
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(１株当たり情報)

項目
前中間連結会計期間

(自 平成19年３月21日
至 平成19年９月20日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月21日
至 平成20年９月20日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月21日
至 平成20年３月20日)

１株当たり純資産額 647円16銭 696円 72銭 650円85銭

１株当たり中間(当期)純利益 23円13銭 17円 50銭 47円64銭

潜在株式調整後 

１株当たり中間(当期)純利

益

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益について

は、潜在株式がないため

記載しておりません。

同左 潜在株式調整後１株当た

り当期純利益について

は、潜在株式がないため

記載しておりません。

算定上の基礎

１．１株当たり純資産額

  中間連結貸借対照表

上の純資産の部の合

計額

12,517百万円

  普通株式に係る純資

産額

12,517百万円

  普通株式の発行済株

式数

19,509,326株

  普通株式の自己株式

数

166,758株

  １株当たり純資産額

の算定に用いられた

普通株式の数

19,342,568株

算定上の基礎

１．１株当たり純資産額

  中間連結貸借対照表

上の純資産の部の合

計額

12,668百万円

  普通株式に係る純資

産額

12,668百万円

  普通株式の発行済株

式数

19,509,326株

  普通株式の自己株式

数

1,326,966株

  １株当たり純資産額

の算定に用いられた

普通株式の数

18,182,360株

算定上の基礎

１．１株当たり純資産額

  連結貸借対照表上の

純資産の部の合計額

12,484百万円

  普通株式に係る純資

産額

12,484百万円

  普通株式の発行済株

式数

19,509,326株

  普通株式の自己株式

数

326,958株

  １株当たり純資産額

の算定に用いられた

普通株式の数

19,182,368株

２．１株当たり中間純利

益

  中間連結損益計算書

上の中間純利益

449百万円

  普通株式に係る中間

純利益

449百万円

  普通株式の期中平均

株式数

19,451,846株

２．１株当たり中間純利

益

  中間連結損益計算書

上の中間純利益

333百万円

  普通株式に係る中間

純利益

333百万円

  普通株式の期中平均

株式数

19,039,504株

２．１株当たり当期純利

益

連結損益計算書上の当

期純利益

923百万円

普通株式に係る当期純

利益

923百万円

普通株式の期中平均株

式数

19,381,610株

アルインコ㈱（5933）平成21年３月期中間決算短信

―36―



  

 
  

(重要な後発事象)

前中間連結会計期間
(自 平成19年３月21日
至 平成19年９月20日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月21日
至 平成20年９月20日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月21日
至 平成20年３月20日)

――― ――― 中央ビルト工業㈱の持分法適用関連

会社化

１ 株式追加取得の概要

 当社は、建設機材関連事業ならび

にレンタル関連事業の強化のため、

三井物産㈱が保有する中央ビルト工

業株式1,448千株を平成20年３月31

日付で追加取得いたしました。これ

により、同社は当社の持分法適用関

連会社となりました。

 取引の概要は次のとおりでありま

す。

(1) 取得前の所有株式数

   3,725千株(所有割合18.0％)

(2) 取得株式数

   1,448千株

(3) 取得後の所有株式数

   5,173千株(所有割合25.0％)

(4) 取得年月日

   平成20年３月31日

２ 中央ビルト工業㈱の概要

(1) 名称

中央ビルト工業株式会社

(2)主な事業内容

建設用の仮設機材・型枠機材

の製造・販売・賃貸および住

宅用鉄骨部材の加工・販売な

らびに大規模仮設構造物の設

計・施工管理等

(3)本店所在地

東京都中央区日本橋堀留町１

丁目10番12号

(4)代表者

代表取締役 西本 安秀

(5)資本金

275百万円 

(平成20年３月期)
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５ 中間個別財務諸表

(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末

(平成19年９月20日)

当中間会計期間末

(平成20年９月20日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成20年３月20日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 2,222 1,644 1,961

 ２ 受取手形 ※４ 3,877 3,683 4,078

 ３ 売掛金 5,652 5,086 5,251

 ４ 有価証券 ― 48 40

 ５ たな卸資産 4,799 4,859 4,764

 ６ 繰延税金資産 355 319 434

 ７ その他 211 377 300

 ８ 貸倒引当金 △66 △43 △44

   流動資産合計 17,053 59.8 15,975 59.1 16,787 60.8

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) レンタル資産 3,038 2,821 2,831

  (2) 建物 ※２ 1,199 1,135 1,161

  (3) 機械及び装置 202 216 197

  (4) 土地 ※２ 1,772 1,779 1,779

  (5) その他 551 568 555

   減損損失累計額 △69 △66 △66

   有形固定資産合計 6,695 6,456 6,459

 ２ 無形固定資産 84 75 81

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 1,651 2,095 1,256

  (2) 長期貸付金 206 81 90

  (3) 更生債権等 16 47 75

  (4) 繰延税金資産 281 228 353

  (5) その他 3,069 2,648 3,140

  (6) 貸倒引当金 △555 △571 △614

   投資その他の 
   資産合計

4,670 4,530 4,303

   固定資産合計 11,450 40.2 11,062 40.9 10,844 39.2

   資産合計 28,503 100.0 27,037 100.0 27,632 100.0
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前中間会計期間末

(平成19年９月20日)

当中間会計期間末

(平成20年９月20日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成20年３月20日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 ※４ 3,889 3,574 4,354

 ２ 買掛金 1,982 1,557 1,459

 ３ 短期借入金 ※２ 2,836 2,991 2,530

 ４ 未払法人税等 472 222 339

 ５ 賞与引当金 427 415 410

 ６ その他 ※３ 674 768 1,060

   流動負債合計 10,282 36.1 9,527 35.3 10,154 36.8

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※２ 4,990 4,318 4,411

 ２ 役員退職慰労引当金 328 345 348

 ３ その他 369 261 275

   固定負債合計 5,688 19.9 4,925 18.2 5,034 18.2

   負債合計 15,971 56.0 14,453 53.5 15,189 55.0

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 5,571 19.6 5,571 20.6 5,571 20.1

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 3,206 3,206 3,206

  (2) その他資本剰余金 100 100 100

   資本剰余金合計 3,306 11.6 3,306 12.2 3,306 12.0

 ３ 利益剰余金

   その他利益剰余金

    別途積立金 2,001 2,001 2,001

    繰越利益剰余金 1,614 2,042 1,870

   利益剰余金合計 3,616 12.7 4,044 14.9 3,872 14.0

 ４ 自己株式 △84 △0.3 △442 △1.6 △143 △0.5

   株主資本合計 12,410 43.6 12,480 46.1 12,607 45.6

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

113 0.4 115 0.4 △17 △0.1

 ２ 繰延ヘッジ損益 7 0.0 △10 △0.0 △147 △0.5

   評価・換算差額等 
   合計

121 0.4 104 0.4 △164 △0.6

   純資産合計 12,531 44.0 12,584 46.5 12,443 45.0

   負債純資産合計 28,503 100.0 27,037 100.0 27,632 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間

(自 平成19年３月21日
至 平成19年９月20日)

当中間会計期間

(自 平成20年３月21日
至 平成20年９月20日)

前事業年度の 
要約損益計算書

(自 平成19年３月21日
至 平成20年３月20日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 16,603 100.0 15,417 100.0 33,577 100.0

Ⅱ 売上原価 ※３ 11,876 71.5 11,096 72.0 24,239 72.2

   売上総利益 4,727 28.5 4,321 28.0 9,337 27.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※３ 3,962 23.9 3,847 24.9 7,756 23.1

   営業利益 765 4.6 473 3.1 1,581 4.7

Ⅳ 営業外収益 ※１ 243 1.5 254 1.6 389 1.1

Ⅴ 営業外費用 ※２ 100 0.6 183 1.2 209 0.6

   経常利益 908 5.5 544 3.5 1,761 5.2

Ⅵ 特別利益 26 0.1 55 0.3 92 0.3

Ⅶ 特別損失 18 0.1 36 0.2 110 0.3

   税引前中間 
   (当期)純利益

916 5.5 562 3.6 1,743 5.2

   法人税、住民税及び 
   事業税

401 206 714

   法人税等調整額 83 484 2.9 39 246 1.6 196 910 2.7

   中間(当期)純利益 431 2.6 315 2.0 832 2.5
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前中間会計期間(自 平成19年３月21日 至 平成19年９月20日) 

  

 
  

 
  

(3) 中間株主資本等変動計算書

株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金

資本準備金
その他資本
剰余金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成19年３月20日残高(百万円) 5,571 3,206 100 2,001 1,339 △8 12,211

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △155 △155

 中間純利益 431 431

 自己株式の取得 △76 △76

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

―

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― ― ― ― 275 △76 198

平成19年９月20日残高(百万円) 5,571 3,206 100 2,001 1,614 △84 12,410

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成19年３月20日残高(百万円) 370 29 399 12,610

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △155

 中間純利益 431

 自己株式の取得 △76

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△256 △21 △277 △277

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△256 △21 △277 △79

平成19年９月20日残高(百万円) 113 7 121 12,531
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当中間会計期間(自 平成20年３月21日 至 平成20年９月20日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金

資本準備金
その他資本
剰余金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成20年３月20日残高(百万円) 5,571 3,206 100 2,001 1,870 △143 12,607

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △143 △143

 中間純利益 315 315

 自己株式の取得 △299 △299

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

―

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― ― ― ― 172 △299 △126

平成20年９月20日残高(百万円) 5,571 3,206 100 2,001 2,042 △442 12,480

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成20年３月20日残高(百万円) △17 △147 △164 12,443

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △143

 中間純利益 315

 自己株式の取得 △299

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

132 136 268 268

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

132 136 268 141

平成20年９月20日残高(百万円) 115 △10 104 12,584
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前事業年度(自 平成19年３月21日 至 平成20年３月20日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金

資本準備金
その他資本
剰余金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成19年３月20日残高(百万円) 5,571 3,206 100 2,001 1,339 △8 12,211

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △300 △300

 当期純利益 832 832

 自己株式の取得 △135 △135

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(百万円) ― ― ― ― 531 △135 396

平成20年３月20日残高(百万円) 5,571 3,206 100 2,001 1,870 △143 12,607

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成19年３月20日残高(百万円) 370 29 399 12,610

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △300

 当期純利益 832

 自己株式の取得 △135

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△387 △176 △563 △563

事業年度中の変動額合計(百万円) △387 △176 △563 △167

平成20年３月20日残高(百万円) △17 △147 △164 12,443
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(4) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

(自 平成19年３月21日
至 平成19年９月20日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月21日
至 平成20年９月20日)

前事業年度
(自 平成19年３月21日
至 平成20年３月20日)

１ 資産の評価基準及
び評価方法

 (1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株
式 
 移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株
式

同左

子会社株式及び関連会社株
式

同左
その他有価証券
 時価のあるもの
  中間決算日の市場価格
等に基づく時価法(評価
差額は全部純資産直入法
により処理し、売却原価
は移動平均法により算
定)

その他有価証券
時価のあるもの

同左

その他有価証券
時価のあるもの
 決算日の市場価格等に
基づく時価法(評価差額
は全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は移
動平均法により算定)

 時価のないもの
  移動平均法による原価
法

時価のないもの
同左

時価のないもの
同左

 (2) デリバティブ  時価法 同左 同左

 (3) たな卸資産 製品・商品・原材料・仕掛
品
 ………総平均法による原

価法

同左 同左

２ 固定資産の減価償
却の方法

 (1) 有形固定資産  定率法によっておりま
す。
 なお、耐用年数は次のと
おりであります。
レンタル資産… 5年
建物…………… 2～47年
機械及び装置… 2～15年
その他の 
有形固定資産…

 
2～40年

同左 同左

          ―――
 
 
  

  (追加情報)
 法人税法の改正に伴
い、平成19年３月31日以
前に取得した資産につい
ては、改正前の法人税法
に基づく減価償却の方法
の適用により取得価額の
５％に到達した事業年度
の翌事業年度より、取得
原価の５％相当額と備忘
価額との差額を５年間に
わたり均等償却し、減価
償却費に含めて計上して
おります。
 これに伴い、前中間会
計期間と同一の方法によ
った場合に比べ、売上総
利益が40百万円減少し、
営業利益、経常利益及び
税引前中間純利益がそれ
ぞれ42百万円減少してお
ります。

         ―――

 

 (2) 無形固定資産  定額法によっておりま
す。 
  ただし、ソフトウェア
(自社利用分)については、
社内における利用可能期間
(５年)に基づく定額法であ
ります。

同左 定額法によっておりま
す。 
 ただし、ソフトウェア
(自社利用分)については、
社内における利用可能期間
(５年)に基づく定額法であ
ります。 
 また、のれんについて
は、原則として発生時以降
５年間で均等償却しており
ます。
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項目
前中間会計期間

(自 平成19年３月21日
至 平成19年９月20日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月21日
至 平成20年９月20日)

前事業年度
(自 平成19年３月21日
至 平成20年３月20日)

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  売上債権、貸付金等の

貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念

債権及び破産更生債権に

ついては個別に回収可能

性を検討し、回収不能見

込額を計上しておりま

す。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

  従業員の賞与の支出に

備えるため、期間業績に

応じた支給見込額を計上

しております。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

同左

(3) 役員賞与引当金

───

(3) 役員賞与引当金

───

(3) 役員賞与引当金

───

  (追加情報)

  従来、未払役員賞与に

ついては、「役員賞与引

当金」として表示してお

りましたが、当中間会計

期間末において役員に対

する賞与支給総額が確定

することとなったため、

当中間会計期間から未払

金（流 動 負 債「そ の

他」）に含めて表示して

おります。

  なお、当中間会計期間

末における未払役員賞与

の金額は27百万円であり

ます。

  

 

  (追加情報)

  従来、未払役員賞与に

ついては、「役員賞与引

当金」として表示してお

りましたが、当事業年度

末において役員に対する

賞与支給総額が確定する

こととなったため、当事

業年度から未払金に含め

て表示しております。

  なお、当事業年度末に

おける未払役員賞与の金

額は27百万円でありま

す。

(4) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末

において発生していると

認められる額を計上して

おります。

  数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一

定の年数(５年)による定

額法により、翌事業年度

から費用処理することと

しております。

(4) 退職給付引当金

同左

(4) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき計上しております。

  数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一

定の年数(５年)による定

額法により、翌事業年度

から費用処理することと

しております。

(5) 役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支

出に備えるため「役員退

職慰労金規程」(内規)に

よる中間期末要支給額を

計上しております。

(5) 役員退職慰労引当金

同左

(5) 役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支

出に備えるため「役員退

職慰労金規程」(内規)に

よる当事業年度末要支給

額を計上しております。
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項目
前中間会計期間

(自 平成19年３月21日
至 平成19年９月20日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月21日
至 平成20年９月20日)

前事業年度
(自 平成19年３月21日
至 平成20年３月20日)

４ リース取引の処理
方法

 リース物件の所有権が借
主に移転すると認められる
もの以外のファイナンス・
リース取引については、通
常の賃貸借取引に係る方法
に準じた会計処理によって
おります。

同左 同左

５ ヘッジ会計の方法  ① ヘッジ会計の方法
   原則として繰延ヘッ

ジ処理によっておりま
す。なお、振当処理の
要件を満たしている為
替予約等については振
当処理に、特例処理の
要件を満たしている金
利スワップについては
特例処理によっており
ます。

① ヘッジ会計の方法
同左

① ヘッジ会計の方法
同左

 ② ヘッジ手段とヘッジ
対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約取

引 

通貨スワッ

プ取引 

 

商品及び原

材料の輸入

による外貨

建金銭債務

及び予定取

引

金利スワッ

プ取引

長期借入金

の利息

② ヘッジ手段とヘッジ
対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約取

引

商品及び原

材料の輸入

による外貨

建金銭債務

及び予定取

引

金利スワッ

プ取引

長期借入金

の利息

② ヘッジ手段とヘッジ
対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約取

引

通貨スワッ

プ取引

商品及び原

材料の輸入

による外貨

建金銭債務

及び予定取

引

金利スワッ

プ取引

長期借入金

の利息

 ③ ヘッジ方針
   デリバティブ取引に

関する社内規程に基づ
き、為替変動リスク及
び金利変動リスクを一
定の範囲内でヘッジし
ております。

③ ヘッジ方針
同左

③ ヘッジ方針
同左

 ④ ヘッジ有効性評価の
方法

   ヘッジ対象の相場変
動、キャッシュ・フロ
ーとヘッジ手段の間に
高い相関関係があるこ
とを確認し、有効性の
評価としております。
ただし、一部の金利ス
ワップ取引において
は、契約の内容等によ
りヘッジに高い有効性
が明らかに認められる
場合については有効性
の判定を省略しており
ます。

   また為替予約におい
ては、取引すべてが将
来の購入予定に基づく
ものであり、実行の可
能性が極めて高いため
有効性の判定は省略し
ております。

④ ヘッジ有効性評価の
方法

同左

④ ヘッジ有効性評価の
方法

同左

６ その他中間財務諸
表(財務諸表)作成
のための基本とな
る重要な事項

消費税等の会計処理につい
て 
 消費税及び地方消費税の
会計処理は、税抜方式を採
用しております。

消費税等の会計処理につい
て

同左

消費税等の会計処理につい
て

同左
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(5) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

(会計処理の変更)

前中間会計期間
(自 平成19年３月21日
至 平成19年９月20日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月21日
至 平成20年９月20日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月21日
至 平成20年３月20日)

（固定資産の減価償却の方法） 

 法人税法の改正((所得税法等の一

部を改正する法律 平成19年３月30

日 法律第６号)及び(法人税法施行

令の一部を改正する政令 平成19年

３月30日 政令第83号))に伴い、平

成19年４月１日以降に取得したもの

については、改正後の法人税法に基

づく方法に変更しております。 

 これに伴い、前中間会計期間と同

一の方法によった場合と比べ、売上

総利益が29百万円、営業利益、経常

利益、税引前中間純利益がそれぞれ

29百万円減少しております。

――― （固定資産の減価償却の方法） 

 法人税法の改正((所得税法等の一

部を改正する法律 平成19年３月30

日 法律第６号)及び(法人税法施行

令の一部を改正する政令 平成19年

３月30日 政令第83号))に伴い、平

成19年４月１日以降に取得したもの

については、改正後の法人税法に基

づく方法に変更しております。 

 これに伴い、前事業年度と同一の

方法によった場合と比べ、売上総利

益が100百万円、営業利益、経常利

益、税引前当期純利益がそれぞれ

102百万円減少しております。
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(6) 中間個別財務諸表に関する注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 
(平成19年９月20日)

当中間会計期間末
(平成20年９月20日)

前事業年度末 
(平成20年３月20日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

16,592百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

17,256百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

16,879百万円

 

 

 

※２ 債務の担保に供している資産

及び担保付債務は次のとおりで

あります。

(担保資産の種類) (金額)

建物 463百万円

土地 1,452百万円

計 1,915百万円

(担保付債務) (金額)

短期借入金 56百万円

長期借入金 1,925百万円

計 1,981百万円

 

 

 

 

※２ 債務の担保に供している資産

及び担保付債務は次のとおりで

あります。

(担保資産の種類) (金額)

建物 373百万円

土地 1,385百万円

計 1,758百万円

(担保付債務) (金額)

長期借入金 1,725百万円

 

 

 

※２ 債務の担保に供している資産

及び担保付債務は次のとおりで

あります。

(担保資産の種類) (金額)

建物 445百万円

土地 1,452百万円

計 1,898百万円

(担保付債務) (金額)

短期借入金 18百万円

長期借入金 1,925百万円

計 1,943百万円

※３ 消費税等の取扱い

   仮払消費税等は、仮受消費税

等と相殺のうえ、流動負債の

「その他」に含めて表示してお

ります。

※３ 消費税等の取扱い

同左

※３     ―――

※４    ――― ※４ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、満期日に

決済が行われたものとして処理

しております。

 なお、当中間会計期間末日が

金融機関の休日であったため、

次の中間会計期間末日満期手形

を満期日に決済が行われたもの

として処理しております。

受取手形 41百万円

支払手形 462百万円

※４ 期末日満期手形の会計処理に

ついては、満期日に決済が行わ

れたものとして処理しておりま

す。

 なお、当期末日が金融機関の

休日であったため、次の期末日

満期手形を満期日に決済が行わ

れたものとして処理しておりま

す。

受取手形 77百万円

支払手形 517百万円
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(中間損益計算書関係)

前中間会計期間
(自 平成19年３月21日
至 平成19年９月20日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月21日
至 平成20年９月20日)

前事業年度
(自 平成19年３月21日
至 平成20年３月20日)

※１ 営業外収益のうち重要なもの

受取利息 23百万円

受取地代・
家賃

30百万円

仕入割引 46百万円

作業屑等 
売却益

32百万円

為替差益 71百万円

※１ 営業外収益のうち重要なもの

受取利息 18百万円

受取地代・
家賃

32百万円

仕入割引 41百万円

作業屑等
売却益

53百万円

営業譲渡益 39百万円

※１ 営業外収益のうち重要なもの

受取利息 53百万円

受取地代・
家賃

61百万円

仕入割引 91百万円

作業屑等 
売却益

85百万円

為替差益 36百万円

※２ 営業外費用のうち重要なもの

支払利息 67百万円

支払地代・ 
家賃

12百万円

スワップ取
引等運用損

15百万円

※２ 営業外費用のうち重要なもの

支払利息 63百万円

支払地代・
家賃

12百万円

為替差損 87百万円

※２ 営業外費用のうち重要なもの

支払利息 134百万円

支払地代・ 
家賃

24百万円

スワップ取
引等運用損

40百万円

※３ 減価償却実施額

有形固定 
資産

709百万円

無形固定 
資産

2百万円

※３ 減価償却実施額

有形固定
資産

784百万円

無形固定
資産

4百万円

※３ 減価償却実施額

有形固定 
資産

1,566百万円

無形固定 
資産

4百万円
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前中間会計期間（自 平成19年３月21日 至 平成19年９月20日） 

自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加                        24株 

   会社法第459条第１項の規定による定款の定めに基づく市場買付による増加   142,000株 

  

当中間会計期間（自 平成20年３月21日 至 平成20年９月20日） 

自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加                         ８株 

   会社法第459条第１項の規定による定款の定めに基づく市場買付による増加  1,000,000株 

  

前事業年度(自 平成19年３月21日 至 平成20年３月20日) 

自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加                        24株 

   会社法第459条第１項の規定による定款の定めに基づく市場買付による増加   302,200株 

  

(中間株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 24,734 142,024 ─ 166,758

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 326,958 1,000,008 ― 1,326,966

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 24,734 302,224 ― 326,958
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